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1 はじめに―活用の 3 つの捉え方 
1. 形態素境界の形態（接続用法） 例：書きたり ［連用形］ 
2. 統語論的な節境界の形態（独立用法） 例：書きたり ［終止形］ 
3. 意味的範疇 例：書きたり ［完了形］ 
 
 3 は、西洋語の伝統的な動詞変化の捉え方に近い。（cf. 鈴木 1996） 
 学校文法の活用論は、1 と 2 を区別せずに扱っている。 
 1 は形態論、2 は形態統語論の問題で、理論的にも記述的にも区別が必要である 

cf. 西部方言のいわゆる“連用形命令法” 
 （大阪市内など）[タベ：タベマス] （岸和田、福岡など）[タベリ：タベマス] 

 本発表では、主として 2 の独立用法に着目する。 
 また、活用形＋助詞を準独立用法と名付ける。 例：書きて ［テ形］ 
 
2 本発表の主張 
 中央方言の上代・中古語では終止形、連体形、已然形が主要な独立用法の活用形として勢力を持っていた。 
 近代首都圏方言などでは、終止形と連体形が合流して終止・連体形になったほか、已然形の独立性が失われ、

豊富な準独立形が活用体系の主流となった。 
 
3 上代・中古語 
3.1 中古語動詞基本活用表 

終止形：  カク   ウク   シヌ 
 （「とも」接続による準独立用法あり） 
連体形：  カク   ウクル   シヌル 
已然形：  カケ   ウクレ   シヌレ 
 （「ば」「ど（も）」接続による準独立用法あり） 
連用形：  カキ   ウケ   シニ 
テ形：   カキテ（カイテ） ウケテ   シニテ 
ツツ形：  カキツツ  ウケツツ  シニツツ 
仮定条件形：  カカバ   ウケバ   シナバ 
希求形：  カカバヤ  ウケバヤ  シナバヤ 
等々 
 
 終止形、連体形、已然形は主節を形成しうる点で対等の機能があり、また述語末の接辞もすべて同じものを

包摂することができる。 
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※金水 (2011:82) ただし連用形の範囲を修正している。 
 
 このうち、属格助詞「の」「が」によって主語を表示できるのは連体形、已然形、未然形（＋ば）、ク語法に

よる節である。 
上代語の格表示 

 終止形句 連体形句等 ミ語法 

主語 ゼロ格 ゼロ格／の・が ゼロ格／を 
目的語 ゼロ格／を ゼロ格／を ― 

 
※以下、主要な活用形の機能を列挙する。 
 
3.2 終止形 

 無標の主節終止を担う。 
 「なり」「めり」等に接続する終止形は、接続用法として、独立用法から区別する。 
 「とも」による逆接条件句を作る（準独立用法）。 
 終止形句には、（疑いの残るいくつかの例を除いて）属格主語表示が現れない。（無標の主語表示はゼロ格＝

助詞無し） 
 
3.3 連体形 

 連体修飾節、準体句、喚体句（擬喚述法）、分裂文の主語、連体ナリ構文、係り結び句（「ぞ」「なむ」「や」

「か」疑問詞）、「連体形＋を・に・が」による接続表現等を形成する（これらを連体形句と称する）。 
 終止ナリ（伝聞推量）の終止形は接続用法である。連体ナリの連体形は独立用法であり、「連体形句＋なり」

という構造を作る（北原 1966）。 
 連体形句には「の」「が」による主語表示が現れうる。 
 



3.4 已然形 

 「こそ」の係り結び句、および条件句を形成する。 
 条件句には、「已然形＋ば」「已然形＋ど（も）」（以上、準独立用法）のほか、万葉集にのみ「～（已然形）

こそ～（已然形）」という条件句があった。 
 已然形句（「已然形＋ば」「已然形＋こそ」を含む）には、属格主語表示が現れうる。（「已然形＋ど（も）」

には、「は」による主題は現れるが、「の」「が」による主語表示は現れない。） 
 
3.5 未然形 

 未然形は、「る・らる」「す・さす」「ず」「む」「じ」「な」等の助動詞・助詞に接続する、接続用法が中心で、

純然たる独立用法は持たない。 
 「未然形＋ば」で順接仮定条件を形成する。 
 「未然形＋ば」の句には、属格主語表示が現れうる（「未然形句」「連体形句＋む＋は」に起源を持つか。た

だし、「～せば」の説明が難しい）。 
 
3.6 ク語法 

 上代語法。万葉集ですでに形骸化が認められる。 
 （1 つの例外を除いて）「連体形＋aku」と分析でき、「～こと」という意味を表す。 
 属格主語表示を許す。 
 
4 中世以後の文法変化 
 連体形・終止形の合流（終止形が事実上失われ、連体形が主節終止用法を兼ねる） 
 連体形係り結びの消失 
 已然形の事実上の消失 
 主格助詞の一般化（「が」による主語表示が主節を始め様々な節で可能になり、主格助詞となる） 
 これらの現象は、先後関係や動機付けについては諸説あって確定しがたいが、互いに連動し合った現象であ

り、文献時代におけるもっとも大きな歴史統語論的変化であると言える。 
 
5 現代首都圏方言の動詞活用形 
5.1 活用表 

 基本活用形 
終止・連体形（基本／非過去）： カク 
終止・連体形（過去）：  カイタ 
連用形：   カキ* 
テ形・ツツ形：   カイテ、カキツツ 
条件形：   カケバ（カキャー）、カイタラ、カクト、（カイテモ） 
意志・勧誘形：   カコー 
命令・依頼形：   カケ、カキナ、カイテ、カキナサイ等 

*連用中止法は音声言語ではほとんど失われているが、「手紙を書き書き考えた」等の用法はある。 
 語幹を延長する接辞：（ラ）レル、（サ）セル、オ～ニナル、オ～スル、（レ）ル、マス、ナイ、マセン、タ

イ等 
（それぞれが活用形を持つが、接辞によって、一部の活用形は制限される） 

以下の成分は終止・連体形後に連接される。 



 モダリティ 1：ダロー、デショー（再活用無し、真性モダリティ） 
 モダリティ 2：ニチガイナイ、カモシレナイ、ノダ等（再活用あり、疑似モダリティ） 
 準体助詞：ノ 
 終止・連体形の後に接続される終助詞：カ、ナ、ネ、ヨ、サ等 
 終止・連体形の後に接続される接続助詞：ナラ、ケド、カラ、ノデ 
Cf. 益岡・田窪 (1992)、屋名池 (2005) 他 
 
5.2 分析 

 未然形は接続用法しか持たないので、この表では立てる必要がない。 
 已然形（条件形）は、「ば」と接続する用法しか持たないので、「ば」と一体で条件形とする。 
 「た」は「たり」に由来するが、すでにそれ自体が活用を失っているので、基本活用形の一部と見る。 
 モダリティはアクセントの上で動詞本体と一体ではないので、基本活用表には含めない。（屋名池 2005 他） 
 
5.3 形容詞、名詞述語・形容動詞（おまけ） 

形容詞基本活用表 
終止・連体形（基本／非過去）： アカイ 
終止・連体形（過去）：  アカカッタ 
連用形：   アカク（アコー） 
テ形：    アカクテ 
条件形：   アカケレバ（アカケリャー）、アカカッタラ、アカイト、（アカクテモ） 
*推量形：   アカカロー 
 *推量形はやや衰えつつある。 
以下の成分は終止・連体形後に連接される。 
 丁寧辞：デス 
 モダリティ 1 以下は動詞に同じ 
 
名詞述語・形容動詞基本活用形 
終止形（基本／非過去）：  雨ダ／キレーダ（非丁寧） 雨デス／キレーデス（丁寧） 
連体形（非過去）  雨ノ／キレーナ    
終止・連体形（過去）：  雨ダッタ／キレーダッタ  雨デシタ／キレーデシタ 
連用形 1：   雨ニ／キレーニ 
連用形 2：   雨デ／キレーデ 
条件形：   雨ナラ／キレーナラ、雨ダッタラ／キレーダッタラ、 

雨ダト／キレーダト、雨デモ／キレーデモ 
※語幹および終止・連体形過去に直接接続するモダリティ、終助詞 
 モダリティ 1：ダロー、デショー（再活用無し、真性モダリティ） 
 モダリティ 2：ニチガイナイ、カモシレナイ（再活用あり、疑似モダリティ） 
 終助詞：カ、サ 
※ナ形および終止・連体形（過去）に接続する形式 
 モダリティ 2：ノダ 
 準体助詞：ノ 
 接続助詞：ノデ（丁寧形の終止形にも接続） 



※終止形（非過去）および終止・連体形（過去）に接続する終助詞・接続助詞等 
 終助詞：カ、ナ、ネ、ヨ等 
 接続助詞：ケド、カラ 
※特殊な話体（いわゆる〈女ことば〉）で、形態素「だ」が落ちる場合あり。 
例：「あら、雨｛φ／ヨ／ネ｝」 
 
 名詞述語・形容動詞の活用形は、歴史的経緯もあり、動詞・形容詞に比べて非常に複雑。 
 デアル型は、動詞活用にほぼ同じ 
 
6 まとめ 
 独立用法を中心に見ていくと、上代・中古では終止形・連体形・已然形が主節形成の三幅対を形成していた

が、近代語への変化の中でまず終止形・連体形の区別が失われ（終止形の消失）、已然形も事実上バ条件形

を残して消失することでその対立が失われた。 
 また連用形も、中止法が音声言語からは退きつつある。 
 結果として、活用形の独立用法はあまり重要ではなくなり、助詞や接辞を伴う組み立て形式による活用形が

主流となっている。 
 この変化と相まって、主格助詞「が」の一般化が生じていた（属格主語表示を許す領域が開放された）。 
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